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先週および今週の我が国主要経済指標から（№267） 

１．先週の動き概要 

〇先週は、我が国では、コロナ感染者数が劇的に減少し、リバウンド防止期間も 24 日には終了

した後、初めての 1 週間だったが、人流は戻ってきていてもコロナ前ほどではなく、飲食店等

の対応にも、なお慎重姿勢が窺われた格好だ。このため、10 月「経済情勢報告」（27 日、財務

省）においても、景気判断が 1 年半ぶりに引き下げられている。また、世界的に見ても、未だ

感染が高水準にとどまっている国も少なくないが、経済活動面では、明らかに制約解除の方向に

進んだ格好で、しかも、ＥＵでの回復の動きが目立っている。さらに、中国不動産大手「恒大」

は、29 日期日の利払いを実行し、とりあえずのデフォルト確定を回避した形だが、引き続き、

中国経済は難しい状況が続いているとの見方が一般的だ。この一方で、日銀の金融政策決定会合

が開催（27～28 日）されたが、現状維持は想定内としても、物価に関する見解が市場とはやや

乖離しているのが目立った格好だ。（中国、ＥＵ、米国の経済状況、および日銀黒田総裁の見解

に対する市場の反応については、別添追補参照） 

こうした中、「政治・地政学リスク」については、アフガニスタン、ミャンマー、香港、北朝

鮮については、動きが少ないとしても何ら解決に向かっているようには見えない。 

また、市況についても、期待インフレ率は、さらに強まっており、米国はこの火消しに躍起に

なっているようにも見える。この間、株式は、ＮＹ市場が、上下しながらも、週末は過去最高値

を更新する格好となった。なお、我が国相場は、週初は下落した後、米国に続いた格好だが、基

本的には横ばい圏内に終始するなど、引き続き、やや独自の動きが目立った形だ。要するに、総

選挙はむしろ下げ要因に働くなど、これまでにない動きをしており、米国追随の姿勢は余り窺わ

れなかったようだ。また、長期金利は、米国での上昇にもブレーキがかかった後、週末にはやや

戻した形になり、この結果、為替も、週末には若干円安方向での週越えとなった。原油は基本的

に高値相場が続き、週末にかけては、若干、値下りしたものの、一時、1 バレル 85 ドル台も記

録している。 

〇この間、米国経済指標については、先々週に見られた 5 か月ぶりに景況感改善がさらに継続

する動きも見られたが、この一方で、予想以上に景気減速気配が強い指標も公表されるなど、相

変わらず区々（マチマチ）の動きが続いている。即ち、第 3 四半期「ＧＤＰ速報値」（28 日、

前四半期比年率＋2.0％と、前四半期の＋6.7％から大幅低下）は、慎重な市場予想（＋2.7％）

をも下回る約１年ぶりの低い伸びにまで減速した格好だ。これは、コロナ再拡大と供給制限・停

滞が、「ＧＤＰ個人消費」（２８日、前四半期比年率＋1.6％と、前四半期の＋12.0％から大幅伸
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び低下）を大きく落ち込ませたことが主因だ。ただ、市場は、翌期には加速すると期待する見方

が多く、事実、10 月「シカゴ購買部協会景気指数」（29 日、68.4 と、前月の 64.7 から上昇）

は、悪化すると見ていた市場予想（63.5）とは逆に改善しているほか、10 月「消費者信頼感指

数」（26 日、113.8 と、前月の 109.8＜速報値 109.3 を上方修正＞から上昇）、10 月「ミシ

ガン大学消費者態度指数・確報値」（29 日、71.7 と、前月の 71.4 から上昇）、10 月「リッチ

モンド連銀製造業指数」（26 日、12 と、前月の-3 からプラス転化）は、それぞれ市場予想（各々

108.3、71.4、5）を上回る形で改善を果たしている。さらに、第 3 週「新規失業保険申請件

数」（28 日、28.1 万件と、前週の 29.1 万件＜速報値 29.0 万件を上方修正＞から減少）は、

2020 年 3 月中旬以来の低水準となり、同「失業保険継続受給者数」（28 日、224.3 万人と、

前週の 248.0 万人＜速報値 248.1 万人を下方修正＞から減少）とともに、市場予想（各々29.0

万件、241.5 万人）を上回るペースで減少が進んだ格好だ。 

その他の実体経済指標では、気掛かりなのは物価動向だったが、9 月「個人消費支出・コアデ

フレーター＜食品・エネルギー除く＞」（29 日、前期同月比＋3.6％と、前月の＋3.6％から横

ばい）については、市場は、僅かとはいえさらに上昇すると見込んでいたが、高水準横ばいにと

どまった。さらに、9 月「個人所得」（29 日、前月比‐1.0％と、前月の＋0.2％から減少に転化）

は、市場予想（‐0.3％）を上回る規模で、とうとうマイナスに転じた形だ。要するに、これは、

所得減少の一方で、物価だけが上昇していることを示しているわけで、大いに気掛かりな事実だ。

実際、9 月「個人消費支出」（29 日、前月比＋0.6％と、前月の＋1.0％＜速報値＋0.8％を上方

修正＞から伸び低下）は、予想通りに伸び減速した格好だ。なお、住宅関連についても、9 月「新

築住宅販売件数」（26 日、年率換算 80.0 万件と、前月の 70.2 万件＜速報値 74.0 万件を下方

修正＞から増加）も、市場予想（76.0 万件）を上回る増加を見ているが、この一方で、8 月「住

宅価格指数」（26 日、前月比＋1.0％と、前月の＋1.4％から伸び低下）については、市場の上

昇予想（＋1.5％）とは逆に上昇鈍化するなど、ややちぐはぐな動きになっている。この間、設

備投資については、9 月「耐久財受注」（27 日、前月比‐0.4％と、前月の＋1.3％＜速報値＋1.8％

を下方修正＞からマイナスに転化）で確認するが、ほぼ予想通りに冴えない動きになっているな

ど、景況感ほどには改善は進んでいない。 

〇この間、我が国経済指標については、まず気掛かりだったのは、消費動向で、これは、10 月

「消費動向調査」（29 日、内閣府）で確認したが、消費者態度指数は、39.2（前々月 36.7→前

月 37.8）と、市場予想（40.9）を下回りはしたが、「緊急事態宣言」解除効果もあって、改善

がさらに進んだ格好だ。ただ、内訳はやや区々で、「雇用環境」（前々月 33.2→前月 36.1→当

月 41.0）、「収入の増え方」（同 37.6→38.1→39.1）は、さらに改善がすすんだものの、「暮ら

し向き」（同 38.1→39.2→39.1）、「資産価値」（同 40.6→42.2→40.3、「耐久消費財の買い時

判断」（同 37.7→37.8→37.7）は、逆に小幅ながらも悪化しているといった具合だ。さらに、

9 月「商業動態統計」（28 日、経産省）の小売業販売額については、前年同月比‐0.6％（前々

月＋2.4→前月‐3.2％）と、この時点では「緊急事態宣言」解除前とあってマイナス基調が続い

た格好だ。ただ、その幅を市場予想（‐2.3％）以上に大きく縮小している。 

また、消費周辺指標である、9 月「失業率」（29 日、総務省）は、2.8％（前々月 2.8→前月

2.8％）は、市場予想通りに横ばいが続いた格好だが、9 月「有効求人倍率」（29 日、厚労省）
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については、1.16 倍（前々月 1.15→前月 1.14 倍）と、市場の横ばい予想に反し、上昇に転じ

ている。ただ、この間、新規求職申込件数は、季節調整済み前月比‐4.8％と減少しているのが

実態で、本格的な回復は 10 月以降になるとの見方が少なくない。 

さらに、注目の物価動向については、10 月「東京都区部消費者物価指数」（29 日、総務省）

で確認したが、コア（生鮮食料品・エネルギーを除く）ベースで、前年同月比‐0.4％（前々月‐

0.1→前月‐0.1％）と、さらにマイナス幅を拡大した格好になった。これは、携帯電話通信料の

値下げ効果が続いていることに因るものと見られるが、内訳を見ても、光熱・水道（前月＋2.2→

当月＋5.6％）、教養娯楽（同＋4.1→＋5.0％）といった伸び率を高めている項目がある一方で、

前述の交通・通信（同‐8.6→‐10.2％）はともかく、家具・家事用品（同＋3.3→＋1.5％）、被

服及び履物（同 0.0→‐0.9％）といった不要不急のものでの伸び低下ないしマイナスへの転化が

依然として目立っているのが実状だ。さらには、生鮮食品（同＋4.0→＋0.5％）の伸び低下も

著しかった。ただ、この間、ガソリン（同＋17.5→＋22.3％）は、もともと高い伸び率をさら

に高めている。さらに、足元は、重油・輸入品関連品目での値上げ予告が広範囲に出現している

ことから、先行きは、上昇に転じる可能性もあると市場は見ているようだ。なお、9 月「企業向

けサービス価格指数」（26 日、日銀）についても、市場は、前年同月比＋1.1％（前々月＋1.1→

＋前月 1.0％）と、再び、上昇テンポを高める方向に転じるとの見方だ。 

また、減速が目立つ生産動向については、9 月「鉱工業生産・速報値」（29 日、経産省）で確

認したが、季節調整済み前月比‐5.4％（前々月‐1.5→前月‐3.6％）と、3 か月連続でのマイナ

スとなり、しかもその幅を拡大している。 

しかしながら、設備投資動向では、これは、9 月「新設住宅着工」（29 日、国交省）で確認し

たが、前年同月比＋3.4％（前々月＋9.9→前月＋7.5％）と、更に伸びを低めた形だ。内訳では、

分譲住宅が、前年同月比-14.9％（同＋11.0→＋5.3％）と大きく減少に転化したが、一方で貸

家が、前年同月比＋12.8％（前々月＋5.5→前月＋3.8％）と、急増しているのが目立っている。 

 

２．今週の動き予想 

〇今週も、コロナ感染は、収束方向にあるようにも見えるが、この一方で、「感染が高止まりし

ているまま、経済復興を強行しようとしている、英国・米国・韓国等」と、「ゼロコロナを目指

して、経済行動抑制を躊躇しない中国等」、そして、「感染の大幅減少を実現し、経済行動の制限

を解除しても、なお慎重姿勢が目立つ日本等」との格差がきわ立ち始めているようにも見えるわ

けで、ここは、その帰趨（キスウ：最終的に行きつくところ）をしっかり見極める必要がありそ

うだ。さらには、企業物価の上昇がとまらない中での、各国中央銀行の対応姿勢の違いも目立ち

始めてきており、ここにも注目していきたい。なお、我が国の総選挙結果は、個別には大波乱も

あったが、全体では、予想に反し、自民党単独でも絶対安定多数を確保する結果となるなど、選

挙民の絶妙なバランス感覚を示すところとなり、先行きの岸田政権の具体的な経済政策の行方が、

一層注目されるところだ。 

また、市況面でも、引き続き、いわば些細な事実で乱高下しかねない状況が続くと見られるわ

けで、ここも趨勢（スウセイ）の見極めが肝要だ。なお、原油については、11 月 4 日開催予定

の「ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）プラス」で、市場が予想しているように、減産緩和が打ち出さ
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れるか否かがポイントになりそうだ。 

〇こうした中、米国の公表予定経済指標は以下のように数多いが、まずは、先週予想外に好調だ

った景況関連指標に注目したい。市場は、10 月「製造業・サービス業ＰＭＩ」改定値（各々1

日、3 日、前者は 59.3 と、前回速報値 59.2 から若干上昇予想、後者は 58.2 と、前回速報値

58.2 から横ばい予想）に注目しているが、ともにほぼ横ばいと見ているようだ。なお、10 月

「ＩＳＭ製造業・非製造業景況指数（総合）」（各々1 日、3 日、前者は、60.5 と、前月の 61.1

から低下予想、後者は、62.0 と、前月の 61.9 からやや上昇予想）については、製造業での慎

重な見方が目立っている。この間、第 4 週「新規失業保険申請件数」（4 日、27.5 万件と、前

週の 28.1 万件から減少予想）、同「失業保険継続受給者数」（4 日、213.6 万人と、前週の 224.3

万人から減少予想）は、ともに順調に減少が継続すると見ているようだ。 

また、実体経済指標としても、7～9 月期「非農業部門労働生産性」速報値（4 日、前四半期

比‐3.1％と、前四半期の＋2.1％からマイナスに大きく転化予想）、9 月「製造業新規受注」（3

日、前月比 0.0％と、前月の＋1.2％から伸び低下予想）といった悪化予想項目があり、9 月「貿

易収支」（4 日、‐799 億ドルと、前月の‐733 億ドルから赤字拡大予想）も悪化方向だ。もっと

も、この一方で、注目度の高い労働指標である、10 月「非農業部門雇用者数変化」（5 日、前月

比 39.5 万人と、前月の 19.4 万人から大幅増加予想）、10 月「失業率」（5 日、4.7％と、前月

の 4.8％から若干低下予想）、10 月「平均時給」（5 日、前年同月比＋4.9％と、前月の＋4.6％

から伸び上昇予想）では、改善が進むと見られている。さらに、9 月「建設支出」（1 日、前月

比＋0.4％と、前月の 0.0％から伸び上昇予想）でも改善予想となっており、景況感同様に区々

の動きが続く見通しだ。 

〇この間、我が国経済は、回復方向にあるとはいえ、反発力は弱く、市場の 7～9 月期「実質Ｇ

ＤＰ」は、前四半期比年率‐0.7％（前々四半期‐4.2→前四半期＋1.9％）と、2 四半期ぶりにマ

イナス成長になると予想されている。この結果、すでに、前四半期比年率 9％超（前々四半期‐

2.5→前四半期＋8.3％）の成長を見込み始めているＥＵとの格差が一段と目立っている格好だ。

こうした中、経済指標としては、さらに、10 月「製造業・サービス業ＰＭＩ・最終」（各 1 日、

4 日、Markit Economics）を注目したいが、市場は、前者が、53.0（前月 51.5→当月速報 53.0）、

後者が、50.7（前月 47.8→当月速報 50.7）と、とりあえず速報ベースでの改善がそのまま横

ばいで推移すると見ているようだ。 

また、消費動向は、9 月「家計調査」（5 日、総務省）で確認するが、市場は、消費支出を、

前年同月比‐3.5％（前々月＋0.7→前月‐3.0％）とさらにマイナス幅を広げるとの見方だ。さら

に、10 月「新車登録台数」（1 日、自販連）についても、前月（前年比前々月＋4.4→前月‐30.0％）

での大幅マイナスがそのまま継続すると見ているようだ。これは、半導体等の供給制限・停滞が、

主要 8 社の 9 月の国内生産を、前年同月比半減となるまで縮減させており、この影響が販売面

にも表れると懸念されているためだ。 

 

３．来週の公表予定経済指標 

〇来週は、以下のように、数は少ないが重要な経済指標が公表されるので、注意深くウォッチし

ていきたい。 
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・景況関連；１０月「景気ウオッチャー調査」（９日） 

・消費周辺； ９月「毎月勤労統計」（９日） 

・物価関連；１０月「企業物価指数」（１１日） 

・輸出関連； ９月「国際収支」（９日） 

・貸出関連；１０月「貸出預金動向」（９日） 

 

以 上 
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先週および今週の我が国主要経済指標から(No267－追補) 

――今月の日銀金融政策会合内容に市場はやや違和感 

――米国経済は、バイデン大統領の大型予算案の成立如何が正念場に 

――中国経済は、「恒大」の月末利払いは実行されたがなお不透明 

――こうした中、ＥＵ経済の回復ぶりが目立っている 

 

１．今月の日銀政策決定会合内容に市場はやや違和感 

〇27～28 日に開催された日銀決定会合については、「先週および今週の我が国主要経済指標か

ら(No267)」でも報告したように、市場予想通りに、2021 年度の成長率見通しを下方修正し

たほかは、物価見通しを含め据え置く方針が示された格好だ。さらに、同時に公表された、展望

レポートでは、「米欧に比べ、需要回復は遅れているが、コロナ危機下でも企業は雇用を維持し

たので、米欧のような労働力不足にさらされておらず、長年続くデフレマインドの元で企業の価

格転嫁が弱い」ことを理由に、「経済成長は紆余曲折を経ながらも高い成長を続け、2023 年度

での潜在成長率を幾分上回る成長になる一方で、インフレ率はエネルギー価格や国際商品市況の

上昇を加味しても、予測期間中に 2％の物価安定目標に近づけないことを示している」という、

楽観的なものであった。 

ところが市場としては、この説明は、現行の金融緩和政策継続の正当性を強調するばかりで、

将来の調整について全くヒントを与えなかったとして、やや不満を持った模様だ。要するに、市

場としては、供給制限・停滞が長期化する気配にある中で、金融緩和をいたずらに継続させれば、

「悪いインフレ」を引き起こす危険性があることを懸念し、こうした中で、黒田総裁が、どこま

で円安を許容するのかということに関心を持っていたわけだ。従って、仮にインフレ目標の達成

が不可能であればそう言えばよいのであって、それを、黒田総裁が「世界金融危機以降でインフ

レ目標を放棄した中央銀行は存在しない」と、政策目標を変えるつもりがないことを強弁したこ

とから、不満を持つに至った向きもあったようだ。 

なお、黒田総裁は、この際に、円安が輸出量を拡大する効果が少なくなっており、つれて企業

収益拡大効果も弱くなっていることから、現状程度の円安は全体として日本にとってプラスであ

ると繰り返した模様だ。ただ、この主張は、黒田総裁としては、金融政策を変更できない状況下

では、それを迫られかねない「悪い円安」到来は考えたくもないことというのが、本音かもしれ

ないとも思えるのだ。 

こうした中、市場には、足元の円安は一時的要因が多く、「１１５円の壁」が存在し、これを

明確に超えていくには、新たな円売り材料が必要との見方も少なくないことも事実のようだ。い

ずれにしても、一層、きめ細かく注視していく必要がありそうだ。 

 

２．米国経済は、バイデン大統領の大型予算案の成立如何が正念場に 

〇米国経済については、コロナ感染の一服もあり、サービス業での持ち直しが目立つ一方で、製

造業は供給制限・停滞の長期化から冴えない動きが続いており、「先週および今週の我が国主要

経済指標から(No267)」でも報告したように、7～9 月期「実質成長率」（28 日、年率換算前四
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半期＋6.7→今四半期＋2.0％）は、タイムラグもあって、個人消費中心に予想以上の減速とな

るなど、明暗区々（マチマチ）の動きが続いている。 

こうした中、バイデン大統領の大型予算案については、民主党与党が、当初の 3 兆 5000 億

ドル規模から 1 兆 7500 億ドルに大幅減額し、インフラ法案（1 兆ドル）と合わせて早期成立

を図る案を打ち出し、これで、まとまる見通しになったとの見方が強まっている。ただ、この一

方で、連邦法人税の引き上げは見送り、大企業や富裕層の増税案（所得 1 千万ドル以上に税率 5％

上乗せ、2.5 千万ドル以上にはさらに 3％上乗せ）、企業の自社株買いに税率１％を賦課（フカ）

することで帳尻を合わせる方針のようであり、これには民主党員の中からも、「いずれにせよ腰

砕け」と見る向きも出てきているようで、先行きは波乱があることも予想される。 

さらに、「債務上限」問題についても、このままでは、12 月初旬に再び蒸し返される可能性

があり、ここも注意が必要だ。 

もっとも、こうした中で、期待インフレ率が予想以上に高まってきていることも事実で、ＦＲ

Ｂ（連邦準備制度理事会）は、「あくまで一時的」との立場を維持しているものの、市場の中に

は、場合に因っては、テーパリング（量的金融緩和政策縮小）の早期実行はもとより、早期利上

げも視野に入りかねないと懸念する向きも出始めており、これも気掛かりだ。 

 

３．中国経済は、「恒大」の月末利払いが実行されたが、なお不透明 

〇中国経済については、来年 2 月のオリンピックを控え、政府は「ゼロコロナ」体制で臨む構

えであるが、この一方で、景況減速を懸念する見方も少なくないのが実情だ。例えば、ＩＭＦ（国

際通貨基金）は、実質経済成長率が、2020 年には、＋2.3％と、30 年ぶりの低成長を余儀な

くされた後、2021 年には、＋8.1％の急回復を見込んでいるが、市場には、「これは当然無理」

との見方が広がりつつあり、さらに、2022 年についても、＋5.0％（現行見通しは、＋5.7％）

を下回りかねないとする見方も強まっている。 

こうした中、不動産大手「恒大」が、29 日を期限とする利払い猶予分については、支払いを

実行し、とりあえず懸念されていたデフォルトを回避された格好になり、中国政府としても、問

題は解決の方向に向かっていると力説してはいるが、「恒大」は、11 月 11 日には再び猶予期限

（1 億 4900 万ドル）を迎えるほか、年内にはさらに、3 億 8000 万ドルの利払い期限を迎え

るとされている。しかも、これらの支払い目途は立っていないことから、容易ならざる事態は、

未だ継続していると見たほうが良さそうだ。なお、10 月中に利払いをしていない大手・中堅不

動産業者は、このほかにも、「花様年控股集団」、「新力控股」、「中国地産集団」、「当代置業」と、

少なくないのが実状だ。 

なお、こうした中、31 日には、10 月「製造業ＰＭＩ」（49.2 と、前月の 49.6 から低下）が、

予想に反して、2 か月連続で好不況の節目となる 50 を割り込み、1 年 8 か月振りの低水準とな

っており、やや黄信号が灯りつつあるようにも見えるところだ。このため、10 月「サービス業

ＰＭＩ」（3 日、同 53.9 と、53.4 から上昇予想）についても、悪化する可能性もあり、一段と

注目される状況になってきている。 
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４．こうした中、ＥＵ経済の回復ぶりが目立っている 

〇ＥＵ経済については、例えば、英国ではコロナ感染が未だ高水準にあるが、これまでの経済活

動抑制策をすべて取り払い、経済復興に向けての動きを加速させている。この結果、「先週およ

び今週の我が国主要経済指標から(No267)」でも報告したように、我が国の市場関係機関は、

日本以上にコロナ禍のダメージが大きかったＥＵの 7～9 月期のＧＤＰ成長率は、前四半期比年

率 9.1％（29 日、前々四半期‐2.5→前四半期＋8.3％）と、2 期連続で大きく回復した格好に

なっている。 

さらに、こうした中、ＥＣＢ（欧州中央銀行）は、これまでは、早期のテーパリングには慎重

姿勢を見せていたが、金融政策の動きに敏感な短・中期国債を中心に利回りの上昇が続いている

ことから、28 日の定例理事会で、12 月には「物価上昇率が高まっていることを受けて、現行

の金融緩和策について協議する」旨、表明するに至っている。なお、ラガルド総裁はあくまで「物

価上昇は一時的」とのスタンスを崩していないが、市場は納得していないようだ。この間、28

日に発表されたドイツの 9 月「消費物価指数」は、前年同月比＋4.5％（前月＋4.1％）と、基

準開始以来の最高値にまで上昇している。 

なお、こうした中、先週公表された、ＥＵの 10 月「消費者物価指数・コア＜除く食品・エネ

ルギー＞」（29 日）は、前年同月比＋2.1％（前々月 1.6→前月＋1.9％）と、高止まりしてお

り、さらに、今週は、9 月「失業率」（3 日、市場は 7.4％と、前月の 7.5％から低下予想）、9

月「卸売物価指数」（4 日、同前年同月比＋15.4％と、前月の＋13.4％から上昇拡大予想）、9

月「小売売上高」（5 日、前年同月比＋1.5％と、前月の 0.0％から伸び上昇予想）といった、重

要かつ市場が改善がさらに進むと見ている指標公表が予定されており、ここは注目が必要だ。 

                                           

以 上 
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